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名古屋千種ロータリークラブ

承認1982年8月24日

例会日火曜巳12：30

例会場愛知厚生年金会館

事務局〒464千種区池下一丁目4番18号

井上ビル4F D号
1el 763-5110

会長加藤大豊
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第130回例会昭和60年3月21日嗣曇春季家族ボーリング大会於星ケ丘ボウル
へ

◇“我等の生業”
◇出席報告

会貝53㈱名 出席28名

出席率59.62％

前 1列 3月12日 （修正出席率) 100%

makeuI)

秋山君(3/i8R),浅井君(3/6名北),古川君(3/
16守山),橘本君(3/i3南),原君(3伽東南),小林
君(8/16守山)，小坂井君(3/13iW),三輪君(3A4大
須)，水野側君(3/8北)，成田君(3血瑞穂),大谷
君(3/i4東南),杉山君(3/8北),鈴木鰯君(3/7西）

◇3月19日ビジター紹介 46名

◇お誕生日祝福

竹内君G/20) ,成田君(3/21)

◇ニコボックス

和田君，谷口君，松居君（春の会員家族ボー
リング大会に御出席頂き，ありがとうござい

ます） ，成田君（家内がゴルフ会で優勝しま

した。お誕生日祝） ，水野偶君（ボーリング

をご利用頂き，ありがとうごきいます）,竹内君

（家族会でお世話になります。お誕生日祝）

◇谷口幹事報告

1 ロータリーの適用相場力覗在245円です

が，4月1日より258円に変更されます。

2． 西村君と野村君の名簿が出来ましたので，

お手持ちの手帳に差し入れて下さい。

3次回例会終了後，理事役員の方はお残り
下さい。

◇加藤大豊会長挨拶

署い寒いも彼岸までとか’昔の人は実にう

まいことを言ったものです。今日がそのお彼

岸，春分の日でありまして，桜花燗漫の季節

ももうすぐ，手の届くところまでやって来て

います。今日は例会終了後，春季家族会ボー

リング大会ということで水野創立総会会長に

御世話になります。こういった寛いだ会場で，
余り堅苦しい挨拶を申し上げてもどうかと存
じますｶｷ科学の進歩は2泄紀の人類に何を

筒らすのでしェうか。 「科学万博つくば'85

（国際科学技術博覧会）」は，先日3月17日

から筑波研究学悶都市の茨城県筑波郡谷田部

1I0･を主会場に, 184日間に亘って附かれます。

「人間・居住・環境と科学技細をテーマに

した国際博覧会ですが，科学万博はその名に

相応しく，先端技術を駆使した大型映像やロ

ボッ|､，ニューメディアが活躍します。今ま

でに無い大型の立体的な映像で宇宙旅行をし

たり，細胞や原子などの微小世界に入り込ん

だり，又， ロボッ|､と話し合うなど，様々な
遊びを感り込んだサイエンス・カーニバルで

す。大人も子供も楽しみながら，科学の進歩
を目のあたりにしフー足先に21世紀の夢の体

験が出来ることでし腱う。

国際博覧会は， 1851年(嘉永4年）に附催さ

れたロンドン万国博が第1回。日本が初めて

参加したのは， 1867年（慶応3年）のパリ

の万国博です。1928年にパリで国際博覧会条
約が締結され，国際博が一層盛んになりまし

た。国際博には一般博と特別博があり，大阪

万博（昭和45年）は一般博，沖縄海洋博（昭

和50年～51年）と今回の科学万博は特別博で
す。皆さんも，近い内に御覧になられる事と

存じます力ら会場内には私共ロータリーの例
会場，及び友愛の広場が設けられているとの

事ですから是非一度御出掛け下さい。

へ

◇和田親睦委員長挨拶

本日は休日に拘らず，お集り頂きありがと

うございます。気候もl暖かくなり，一雨ごと

に春めいて参りました。今まで，寒さで堅く

なった身体を思いきり伸ばし，御家族揃って

のボーリング大会を楽しんで下さい。
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〈家 族 賞〉
NAME

久保田 皓一家
小坂井磯雄一家
杉山貞男一家

それでは例会終了後のボーリングスポーツで

大いにお楽しみ下さい。

ボーリング大会

例会終了後，会員2“”家族42名の参加の
もとに，春季家族ボーリング大会が開催され
ました。様々なホームから投球されるストレ

ートボールに変化球。倒れたピンの数はとも

かく，どのレーンからも楽しげな笑い声が聞
こえていました。

合計
684

529
520

磁
峨
麺
麺

第27胆|ゴルフ会成績
（南山0．C. 3/15(")

NAME OUTINGHicpNEr
堀江宏輝43 48 91 10 81
松居敬二4444 88 781
永井正義45 47 92 6 86
久保田皓48 43 91 5 86
小坂井盛雄57 51108 18 90
谷口暢宏46 60106 12 94

（参加者8名）

錘
“
》
弛
麺
弛
恥

第5回夫人ゴルフ会成績
（南山C.C.3115(")

RANK NAME OUTINGHIcpNET
優勝成田真砂子82 72154 46108
準優勝加藤恭子79 77156 41115
3位竹内逸子7471145 26119

（参加者5名）

※次回のゴルフ会は4月17日脚東山C.C.で
行いますので蒲ってご参加下さい。

（ゴルフ会幹事・永井）

◇事務局紹介
氏 名宮野京子

生年月日昭和31年10月1日
最終学歴愛知淑徳大学文学部英文科卒
趣 味スキー・洋裁・編物
事務局という立場ではございますが，第一戦
で御活躍される方々のロータリーを通し，今
後の自分にとって，何かプラスになればと思
っております。何かと至らない事と存じます
が，今後とも御指導承りたく，よろしくお願
い申し上げます。

◇例会変更のお知らせ

名古屋北RC 4/5個春の家族旅行会の為，
4/6(土)伏見・桃山方面へ
BM. 8:30より

名古屋名東RC4/9㈹職場例会の為，東山植
物閲事務所にて
RM 12:30より

名古屋名北BC4/10鯏春の家族会の為,4/13
（土)東山植物園内植物会館にて
RM 16:30より

名古屋和合RC4/10(水)ES.M.の為,ﾉ畷山興
・正寺にて里M｡ 17:30より

名古屋東南RC4/1体)春の家族会の為,4/7('日）
中日劇場にてAM・10:30より

名古屋瑞穂BC4/11㈱職場例会の為,名古屋
国際センターにて

RM12:30より

◇次回例会（3月26日）
講演 “プラスチックについて”
会員 野村義雄君

へ

優勝の久保田君

〈男性賞〉
RA皿 NAME lG

優勝久保田 皓203
2位深見 車 178
3位加藤大盤 131
B. B.菅原源文 85

合計
416

308

290

168

2G

213

130

159

83

一

優勝の杉山夫人

〈女性賞〉
RAIK NAlm 1G

優勝杉山文子 154
2位水野智子 144
3位久保田玉子 146
.B B.永井りら子 47

〈小，中学生賞〉
RANK NAME 1G

優勝原 愛子 118
2位杉山信吾121
3位和田明子 121
B、 B.大口聡子 15

合計
297

272

268
101

2G

143

128

122

54

2G合計
112230

102223

69 190
6 21

◇次々回例会（4月2日）
職場例会の為，講演はございません。
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